
『青春サプリ。自分らしくあるために』

『青春サプリ。好きだから負けたくない』

『カンフー＆チキン』

『アニメコミック もっと！まじめに
ふまじめ かいけつゾロリ（４）』

『おしりたんてい
ププッとおたすけ！ めいろブック』

『おにのこにこちゃん
はらっぱえんに いくんだもん！』

ISBN：978-4-591-17241-4

C8093 20×13㎝

本体予価：1,400円（税別）

ポプラ社２０２2年

2月の新刊
あかちゃん 幼児の本

キャラクター

おにのこにこちゃん
▶
表
紙
イ
メ
ー
ジ

『放課後ひとり同盟』、『ぼくのとなりにきみ』の小嶋陽太郎

ＹＡ新作！ 繊細で痛快な14歳たちの物語。

不良チームに襲われ財布をとられ

たガリ勉竹人と、奇行のような気

功術を使う変わり者クラスメイト

のクラゲ。

やがて２人は不良チーム「夜明ス

コーピオン」を倒すべく「朝ガエル

ズ」を結成する！？

自分はこのままでいいのか、親が

言うことは正しいのか、不安や消

化不良のもやもやを抱えこんでい

る10代の心に、光と風が流れ込

む風穴をあけてくれるような物語

です。

YA

Vol.1

イヤイヤ期の子どもとパパママを応援する

絵本「おにのこにこちゃんシリーズ」の最新

刊！

▲シリーズ既刊

ｔｅｅｎｓ’ ｂｅｓｔ ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ

◀
表
紙
イ
メ
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ジ

▲表紙イラスト

ISBN：978-4-591-17261-2

C8793 19×16㎝

本体予価：900円（税別）

お友だちのももちゃんのお姉ちゃんが通っ

ている、はらっぱえん。すてきなバスにのっ

て、にこちゃんも行ってみたい！ 園の存在

を知り、「行ってみたいな！」の気もちがふ

くらむ、春に向けてぴったりのお話です！

絵本

読み物・低学年

小嶋 陽太郎 作

▲表紙イメージ

単行本

トロル 原作ケロポンズ 文／原 あいみ 絵 配本予定

2月14日

おしり型ダイカット表紙がかわいい！

３歳から楽しめるミニゲームブック

おしりたんていの、てのひらサイズのミニゲームブッ

クが登場。

小さなお子さんでもたのしめる、楽しいめいろや、さ

がしえ、クイズを各13問掲載。

おしりたんていと、たくさんの事件を解決しよう！

アニメ視聴者の３歳～６歳のファンをメインターゲッ

トとした、低年齢から楽しめる書籍です。

青春サプリ。心が元気になる、５つの部活ストーリー

ISBN

978-4-591-17245-2

C8095 19×13㎝

本体予価：1,200円（税別）

こんな部活に入ってみたい！

感動×涙。の青春ショート・ストーリー！

1話15分程度で読めて、読後感爽快。

すべて実話だから共感必至！「友情に感動した」

「中学に行ったらこんなのやりたい！」「本を読む

のが苦手だったけど、夢中になって読める」「物事

をポジティブに考えられるようになった」など、小

中学生から熱いコメント続々！

全国の運動部・文化部を取材、各巻5話ずつ収録。

注目シリーズ続編！

『おしりたんてい
ププッとかいけつ！ さがしえブック』

『おしりたんてい
ププッとすいり！ クイズブック』

ISBN：978-4-591-17231–5

C8076 10×10㎝

本体予価：690円（税別）

◀表紙イメージ

▶
表
紙
イ
メ
ー
ジ

ISBN：978-4-591-17232–2

C8076 10×10㎝

本体予価：690円（税別）

ISBN：978-4-591-17233–9

C8076 10×10㎝

本体予価：690円（税別）

◀表紙イメージ

単行本

『ねこいる！』
たなか ひかる 作・絵

配本予定

2月7日

笑いのツボは刺激するが

頭は良くならない絵本！

バケットやリコーダーなどの思わ

ぬところから、ただ、ただ、「バ

バーン！」とねこが現れる絵本で

す。 シンプルな展開と言葉の繰

り返しが、子どもたちの笑いのツ

ボを刺激します！

斬新すぎるラストにも注目です！

ISBN：978-4-591-17230-8

C8793 27×19㎝

本体予価：1,450円（税別）

▲表紙イメージ

単行本

配本予定

2月14日

「もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ」の

アニメコミック最新刊。

原ゆたか 原作

ISBN：978-4-591-17234–6

C8079 21×15㎝

本体予価：980円（税別）

▲表紙イラスト

第4弾は、アニメでも人気

のライバル・ガオンが登場

する「名コンビ⁉ゾロリと

ガオン」と、ゾロリの世界

で白熱のカードバトルが

繰り広げられる「カードで

バトルで王様だ」の2話を

収録。アニメコミックでし

か読めない特別ページ

も！

配本予定

2月14日

ISBN

978-4-591-17246-9

C8095 19×13㎝

本体予価：1,200円（税別）

読み物・高学年

配本予定

2月14日

配本予定

2月7日

「にこちゃんたいそう」

動画再生数

突破！！

「にこちゃんたいそう」の

動画はコチラ！



2022年4月よりTVアニメスタート！（日本テ

レビ・読売テレビ系毎週土曜日17:30～）

『ラブオールプレー（１）』

水嶋亮は中学3年の夏、ほどほどの成績でバドミン

トン部を引退した。

そんな亮に名門・横浜湊高校から声が掛かった！？

優柔不断で弱気な亮は強豪私立への進学をためら

うが、ひとつ上の同世代最強プレーヤー・遊佐賢人

や個性豊かな仲間とともにインターハイ優勝を目指

すことを決意する。

時速400㎞で突き抜ける一度きりの青春、試合開

始（ラブオールプレー）！

『てんからどどん』

ISBN：978-4-591-17257-5

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

『まじめにふまじめにおぼえる
ゾロリのかん字 小学１年生』

ポプラ社２０２１年

2月の新刊
Vol.2

～キミとつながる、エンタメノベル文庫～

ポプラキミノベル ノベライズ

～準備中～

学習・実用

『クリエイティ部！＃３』

ポプラキミノベル 創作

単行本

原ゆたか 原作発売予定

2月７日

『まじめにふまじめにおぼえる
ゾロリのかん字 小学２年生』

いいかんじでゾロリたちと一緒に

漢字の修行だぁ！

ゾロリは漢字が苦手だった。

そして、イシシとノシシと漢字修行の旅に出たので

あった―。

といったストーリーではじまる、まじめでふまじめ

な漢字練習帳。「読み」「書き」の練習ページには

ギャグイラストが満載！

ゾロリ流のおやじギャグで、漢字が楽しくマスター

できる 1 冊です。

思わずふきだす、くだらないギャグを書いて読んで

繰り返していくうちに、語彙力アップもまちがいな

し！！ 小学1年生、小学2年生の2冊同時刊行です。

ISBN：978-4-591-17129-5

C8081 26×19㎝

本体予価：1,００0円（税別）

◀表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17130-1

C8081 26×19㎝

本体予価：1,００0円（税別）

表紙イメージ▶

単行本

『キミならどうする！？ もしもサバイバル

魔王になって魔界を守る方法』

配本予定

2月14日

松浦正浩 監修／花小金井正幸 画

ISBN：978-4-591-17235-3

C8036 21×15㎝

本体予価：1,300円（税別）

▲表紙イメージ

もし小学生が転生して

いきなり魔王になっちゃったら……。

魔物どうしのあらそいごとや、勇者

たちによる攻撃など、魔界でおこる

いろんなトラブルをうまくおさめる

交渉術とは！？ 魔王になって異世

界転生サバイバルに挑戦だ！

好評既刊

文庫

▲表紙イラスト

あのときの悔しかった想い、

笑いに変えてみせる！

配本予定

2月14日
みずのまい 作／卯花つかさ 絵

超個性的なハミダシ者たちが作った

なんでもアリな部活、その名もクリエ

イティ部。

そんなクリエイティ部のサードミッ

ションは、関西弁の強キャラ・帆奈

ちゃんの相方を探すこと！

お笑いといったら、かぐやしかいな

い！ と思ったら、帆奈ちゃんは元相

方の彼に振り向いてほしいみたいで

…。 バレンタインに巻き起こる、

笑いと恋のミックストルネード！

ポプラキミノベル 創作

配本予定

2月14日
魚住直子 作／けーしん 絵

～準備中～

ISBN：978-4-591-17332-9

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

▲表紙イメージ

わたしとあの子が

いれかわっちゃった！？
かわいくて超単純なかりんと、スー

パーネガティブ莉子。同じクラスだ

けど、タイプのぜんぜん違う二人は、

友だちってわけでもない。

たまたま同じマンションに住んでい

て、同じ時間に乗り合わせたエレ

ベーター。お互いに「あの子になり

たいな」って思ったときに雷が落ち

て……莉子とかりんの中身がいれ

かわっちゃった！？

読んだ後に「わたしはわたしでいい

んだ」と、前向きな気持ちになれる

お話です。

ISBN：978-4-591-17243-8

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

▲表紙イメージ

配本予定

2月14日
小瀬木麻美 原作・文

＠クイックオバケ／ポプラ社


